
 今月の宗像産

今月は9・18・25・30日に宗像産の野菜をたくさん取り入れた献立をたてました。 

季節の野菜をたくさん食材に取り入れてみました。

☆お知らせ☆

26日・・・ラッキーディ  １8日・・・誕生会・食育の日

平成 28 年

日 曜

たけのこ(ゆで)・にんじん・た
まねぎ・ピーマン・にんにく
(生)・トマトケチャプ・もや
し・赤たまねぎ・しそ葉・根深
ねぎ・にら

ナシゴレン
えびフライ ウエハース
エスニックサラダ
にら玉スープ

スキムミルク
石垣いも

30 火

牛乳 牛乳・ぶたひき肉・え
び・鶏卵・ベーコン・鶏
がらだし・スキムミルク

ウエハース・精白米・ごま油・三
温糖・小麦粉(薄力粉)・パン粉・
砂糖・植物油・さつまいも・ホッ
トケーキミックス・黒砂糖・マー
ガリン

オレンジ・しょうが・きゅう
り・レタス・赤ピーマン・オク
ラ・ミニトマト・たまねぎ・に
んじん・パセリ

豚シャブサラダ オレンジ
ミニトマト
大豆のカレースープ

スキムミルク
ドーナツ25 木

ぶどうパン 牛乳 牛乳・豚肉(うす切り)・
ベーコン・だいず(水煮
缶詰)・スキムミルク・
鶏卵

ぶどうパン・砂糖(三温
糖)・ごま油・じゃがい
も・植物油・小麦粉(薄力
粉)

パインアップル缶詰・たまねぎ・にんじ
ん・グリンピース冷凍・なす・ズッキー
ニ・赤ピーマン・コーン，ホール(缶
詰)・にんにく(生)・トマト・オクラ・み
かんジュース・もも缶詰

マカロニグラタン パイン缶
カラフルソテー オレンジジュース
トマトとオクラのスープ ロールケーキ18 木

ロールパン 牛乳 牛乳・鶏肉・ロースハ
ム・生クリーム・鶏がら
だし

ロールパン・マカロニ
(乾)・マーガリン・パン
粉・オリーブ油・ビーフ
シチューの素・ロール
ケーキ

キャベツ・にんじん・青ねぎ・
きくらげ・トマト・しそ葉・レ
モン果汁・ほうれんそう(生)・
乾しいたけ・スイートコーン・
なし

梅ごはん
雑菜（ザーツァイ） ハイハイン
トマトのしそサラダ
かにスープ

スキムミルク
とうもろこし
なし

9 火

牛乳 牛乳・牛肉・鶏卵・かに
(缶詰)・鶏肉・油揚げ

ハイハイン・精白米・
麦・ふりかけ・いりご
ま・砂糖(三温糖)・植物
油・緑豆はるさめ・オ
リーブ油・かたくり粉・

青ねぎ・しょうが・にんにく
(生)・さやいんげん・たまね
ぎ・なす・トマト・にんじん・
ピーマン・スイートコーン・な
し

魚の香味焼き ハイハイン
ゆでいんげん
夏野菜のｶﾚｰｽｰﾌﾟ

スキムミルク
とうもろこし
なし

23 火

麦ごはん 牛乳 牛乳・白身魚・牛肉・ス
キムミルク・鶏がらだし

ハイハイン・精白米・
麦・砂糖(三温糖)・ごま
油・植物油・じゃがい
も・カレールウ

たまねぎ・パセリ・キャベツ・
パインアップル(缶詰)・きゅう
り・にんじん・オクラ

ウエハース
麦ごはん
ウインナーのオムレット
ハワイアンサラダ
夏野菜のスープ

スキムミルク
石垣いも16 火

牛乳 牛乳・鶏卵・ウインナー
ソーセージ・スキムミル
ク

ウエハース・精白米・麦・じゃが
いも・植物油・砂糖(三温糖)・さ
つまいも・甘納豆（あずき）・小
麦粉(薄力粉)・ホットケーキミッ
クス・黒砂糖・マーガリン

キウイフルーツ・パセリ・たま
ねぎ・にんじん・トマトピュー
レ・キャベツ・ゆかり(しそふ
りかけ)

カレー
キャベツのゆかり和え

キウイフルーツ
飲むヨーグルト
バームクーヘン15 月

パセリごはん 牛乳 牛乳・牛肉 精白米・麦・じゃがい
も・マーガリン・バーム
クーヘン・ドリンクヨー
グルト

バナナ・たまねぎ・にんじん・
青ねぎヨーグルト バナナ

クッキー
13
・
27

土

肉うどん 牛乳 牛乳・鶏卵・牛肉・含脂
加糖ヨーグルト

干しうどん・植物油・砂
糖(三温糖)・クッキー

かぼちゃ・たまねぎ・トマト・
キャベツ・もやし・にんじん・
青ねぎ・すいか

チーズ
すいか

麦ごはん
ツナとかぼちゃの落とし揚げ
トマト
季節の具だくさんみそ汁 サブレ

12
・
26

金

牛乳 牛乳・プロセスチーズ・
まぐろ油漬(缶詰)・粉
チーズ・油揚げ・にぼ
し・米みそ・麦みそ

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・サブレ

ぶどう・トマトケチャプ・トマ
トピューレ・レタス・だいこ
ん・きゅうり・にんじん・えの
きたけ・青ねぎ・かぼちゃ・干
しぶどう

ポークソテー
牛乳
ぶどう
豆乳
かぼちゃの包み揚げ

レタス
ひじきのマリネ
清汁

10
・
24

水

麦ごはん 牛乳・豚肉(うす切り)・
鶏肉ささ身・芽ひじき
(乾)・にぼし・豆乳

精白米・麦・植物油・砂
糖(三温糖)・白玉ふ・有
塩バター・小麦粉(薄力
粉)・ビーフシチューの
素・春巻きの皮

もも(缶詰)・なす・ピーマン・
赤ピーマン・しょうが・はくさ
い・たまねぎ・にんじん・パセ
リ

もも(缶)
麦ごはん
なすのごまみそ炒め
肉団子と野菜のスープ アイスクリーム

ウエハース

8
・
22

月

牛乳 牛乳・鶏肉ささ身・米み
そ・鶏ひき肉・鶏卵・ラ
クトアイス・鶏がらだし

精白米・麦・植物油・砂
糖(三温糖)・すりごま・
ごま油・かたくり粉・ウ
エハース

ぶどう・トマト・きゅうり・乾
しいたけ

冷拌麺(リャンバンメン)
フルーツゼリー ぶどう

牛乳
クッキー

6
・
20

土

牛乳 牛乳・鶏卵・焼き豚・鶏
がらだし

中華めん・植物油・砂糖
(三温糖)・すりごま・ご
ま油・オレンジゼリー・
クッキー

バナナ・かぼちゃ・たまねぎ・
にんじん・レモン果汁・パセ
リ・きゅうり・キャベツ・ピー
マン・トマトケチャプ

バナナ
かぼちゃごはん
魚のマリネ
大豆のコロコロサラダ
清汁

スキムミルク
お好み焼き

5
・
19

金

牛乳 牛乳・しらす干し・白身
魚(角切り)・にぼし・だ
いず(水煮缶詰)・まぐろ
油漬(缶詰)・木綿豆腐・
塩わかめ・スキムミル
ク・鶏卵・ロースハム・
かつおぶし

精白米・麦・小麦粉(薄力
粉)・かたくり粉・砂糖
(三温糖)・植物油・マヨ
ネーズ・やまいも

パインアップル缶詰・なす・た
まねぎ・にんじん・トマト・ト
マトジュース(缶詰)・ピーマ
ン・きゅうり・みかん(缶詰)・
レモン果汁・えのきたけ

パイン缶
ロールパン
なすのミートソース煮
レモン酢和え
卵スープ

スキムミルク
ドーナツ4 木

牛乳 牛乳・牛ひき肉・ベーコ
ン・しらす干し・鶏卵・
塩わかめ・スキムミルク

ロールパン・じゃがい
も・パン粉・砂糖(三温
糖)・植物油・かたくり
粉・小麦粉(薄力粉)

牛乳・豚肉・いか(線切
り)・塩わかめ・豆乳・
米みそ・スキムミルク・
鶏がらだし

精白米・麦・植物油・ご
ま油・かたくり粉・小麦
粉(薄力粉)・黒砂糖

なし・キャベツ・たまねぎ・に
んじん・さやいんげん・たけの
こ(ゆで)・乾しいたけ・しょう
が・青ねぎ

八宝菜 なし
わかめスープ 豆乳

黒糖蒸しパン

3
17
31

水

麦ごはん 牛乳

牛乳・牛肉(線切り)・だ
いず(ゆで)・ベーコン・
スキムミルク

ぶどうパン・オリーブ
油・バター・プリン

オレンジ・たまねぎ・にんじ
ん・ピーマン・にんにく(生)・
トマトケチャプ・オクラ・コー
ン，クリーム(缶)・コーン，
ホール(缶詰)・パセリ

オレンジ
ぶどうパン
牛肉と大豆のメキシコ風
おくらのソテー
コーンと冬瓜のミルクスープ

スキムミルク
プリン

オレンジゼリー

2 火

牛乳

1
・
29

月

牛乳 牛乳・がんもどき・鶏
卵・塩わかめ・スキムミ
ルク・粉寒天・鶏がらだ
し

精白米・麦・植物油・ご
ま油・砂糖(三温糖)キウイフルーツ

麦ごはん
一口がんものカレー風味煮
中華スープ

8月　給食献立表 2016.07.29

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

キウイフルーツ・たまねぎ・
ピーマン・にんじん・みかん
ジュース・みかん(缶詰)スキムミルク




